
　来店状況や購買情報をまるっと管理。

1to1のおもてなしを実現するアプリ作成

アパレルショップ 今

🍾お誕生日プレゼント🍾
お誕生日おめでとうございます！
押してさらに表示

居酒屋チェーン 今

☔雨の日クーポン☔
お得なクーポン「100円OFF」
押してさらに表示
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ブランドのアプリをかんたんに作成
顧客管理とポイントプログラムでお店のファンを

※ LTV＝ Life Time Value＝お客さまが生涯を通じて企業にもたらす利益

店舗・ブランドのロイヤリティ向上＆定着を実現することでお客さ

まごとのLTV※を最大化し、ひとりあたりの売上・利益を伸ばすこ

とができます。

また、リピーターのお客さまからの発信により新規のお客さまも増

加することで、店舗の経営を安定化を実現します。 

新規獲得費用 ＞ リピーター獲得費用

リピーターが増えるほどひとりあたりの売上も上がる リピーターの横の繋がりで新規のお客さまも獲得
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利用状況に応じて、特典などを自動付与できるポイント機能に

加えてお客さまの属性（性別・年齢）や利用状況（利用回数や最

終利用からの経過日数）などによってお知らせやクーポンを自動

送信する機能を搭載しています。

ポイントカード・マーケティングオートメーション
ゲーミフィケーション

リピート利用促進
リピート利用促進施策がない・アプローチが画一的である

お客さまの行動がオンライン上で活発化する一方でその行動情報

が販促・接客において全く活用されていないケースが多くありま

す。STORES ブランドアプリ はオンライン・オフライン情報を統

合活用することで、お客さま一人ひとりに最適化された顧客体験

を実現します。

オンライン導線の強化
購買・行動情報のデータ統合・活用

オンライン・オフラインの融合
ECサイトの導線がバラバラ・オンラインのデータが活用できていない

POINT

POINT

POINT

アプリの利用を通じて、お客さまのリピート率（再来店率）や常連

の離脱率、曜日・時間帯別の利用状況などの情報を店舗横断で

表示・分析できます。また、アンケート機能を通じて、お客さまの

声も拾うことができるため、売上・組数だけでは分からなかった

店舗の状況を把握できるようになります。

店舗状況・お客さまの声の可視化
店舗の状況を売上・組数以外でほとんど把握できていない

再来店率・利用状況の把握
お客さまの声の収集



ブランドに合ったオリジナルアプリを

ノーコードで開発

アプリ開発

カスタマイズ性の高い幅広いデザインのネイティブアプリを構築可能。ブランド力・認知度の向上を行うことができます。

選べるデザイン

アプリはiOS・Android両バージョンの開

発が可能。OSのバージョンアップによるア

プリのアップデートにも対応します。

iOS・Android対応ホーム画面

多彩なテンプレートからデザインを選択可

能。メニュー項目やスライドバナーのカスタ

マイズを行うこともできます。

カラー変更

カラーコードを指定いただくだけで、ブラン

ドカラーに合ったアプリを構築することが

できます。



アプリを通じたマーケティングオートメーションに役立つ機能や、お客さまのロイヤリティを最大化する多彩な機能を提供しています。

多彩な機能

クーポンプッシュ通知

年齢、性別、来店回数、誕生日、利用状況、

天気（利用店舗限定）など、さまざまな条件

で自動通知が可能です。

利用状況に応じて特典などを自動付与でき

るポイント・スタンプ機能に加え、ランクで

お客さまのステータスを管理します。

SNSやメールを通じて、お客さまが紹介

クーポンを友人に発行することができ、口コ

ミ拡散を促進します。

ポイントカード・ランク機能

ECサイト連携
お客さまが運用されているECサイトとアプリを連携可能。 購買情報を保持、活用することで店舗とECの相互送客とさらなる売上向上に寄与します。

ポイント一元化

ECサイトと実店舗のポイントを一元化する

ことで、ブランド共通の顧客体験を提供する

ことが可能です。

ECサイトの商品はアプリから購入可能。販

売チャネルの拡充と顧客の囲い込みに寄与

します。

ショッピングカート

ECサイトで販売している商品をアプリで閲

覧・検索することができ、商品認知度と購買

意欲を向上します。

商品検索

ST CAFE

St card

GOLD

※連携ECサービスはお問い合わせください。

St



運用方式・自動販促・管理分析

STORES ブランドアプリ ならではの特長

選ばれる理由

STORES ブランドアプリ では、過去さまざまな方式で運用してきた実績があり、いずれの方式でも導入が可能です。

セキュリティを考慮した複数のポイント付与方式 

特許取得

FEATURE  1 ｜ 運用方式

レシートQR読取方式
１度きりしか読み取れない、不正がほぼ不可

能なQRコードをレシートに表示。有効期限

の設定も自由に行うことができます。

ワンタイムQRコードをスマホなどの端末に

に表示します。内臓カメラで読み取っていた

だくだけでポイント付与が可能です。

端末QR表示方式
タッチをするだけで自動でポイント付与。アプ

リがなくてもポイントは蓄積され、アプリ利

用開始時に自動でポイントが合算されます。

ICタッチ方式

領収書

お通し　　　　　　　　　　　¥330
ソフトドリンク　　　　　　　  ¥300

伝票No.35　　　　　 テーブルNo.2

合　計　　　　　　　　　　　 ¥5650
お預かり　　　　　　　　　 ¥5700
お　　釣　　　　　　　　　　　¥50

お買い上げありがとうございます。

こちらのQRコードを専用アプリから
読み取るとスタンプゲット！

2020/09/06 15:18:45 問い合わせ番号：849479



さまざまな条件を組み合わせることで、お客さま一人ひとりに、よりパーソナライズしたプッシュ通知やクーポンを提供することが可能です。

自動運用で運用コストを削減FEATURE  2 

SNSやメールを通じて、お客さまが紹介

クーポンを友人に発行することができ、口コ

ミ拡散を促進します。

誕生日・特定日性別・年齢

利用状況に応じて、特典などを自動付与で

きるポイント機能に加え、ランクアップカー

ドでお客さまのステータスを管理します。

最終来店からの日数・来店回数

年齢、性別、来店回数や最終来店からの経

過日数などを設定しておけば、自動でプッ

シュ通知を配信します。

店舗状況・お客さまの声の可視化
店舗全体や店舗ごとの累計会員数や、曜日・時間帯別の利用者数の推移に加えて、お客さまの属性や利用回数のビジュアライズ化が可能です。

顧客管理

アプリを利用したお客さまのデータを自動

でデータベース化。店舗財産となる台帳が

自動で生成・更新されます。

お客さまの声を収集し、回収率を高めるた

め回答後にスタンプ・クーポンなどの特典付

与が可能です。

アンケート収集

売上や累計の会員数を把握することがで

き、通知による費用対効果を知ることで会

員獲得の意義を明確にします。

利用状況レポート

｜ 自動販促

FEATURE  3 ｜ 管理分析
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会員情報詳細 � 編集

村上 祐子

女性
性別

� プッシュ通知

会員 ID: 9472014073605

むらかみ ゆうこ

25
年齢

153-0051 東京都目黒区上目黒 2丁目
住所

yuko
ニックネーム

カスタムラベル 2

1997/01/01
誕生日

08012345678
電話番号

カスタムラベル 1

クーポン詳細

誕生日クーポン：¥500 OFF
ST STORE

ID 3445142有効期限 2023/10/22

店舗情報

ST STORE　2023/06/22

会員様限定10%OFFクーポン

鈴木まなり様

こんにちは！ST STOREです。いつもご利用いただき
誠にありがとうございます。お客さま限定10%OFF
クーポンをプレゼントいたします！

ST CARD　2023/10/22

ご無沙汰しております！常連特典

鈴木まなり様

最近ご利用いただいていない常連のお客さま限定
で、特別なクーポンを配布いたします！店頭では新
シーズンに向けて、さまざまなキャンペーンも開催し
ております！ぜひこの機会にご来店ください！



POS・予約サービス・モバイルオーダーなどの
サービスと連携が可能

POS・券売機連携

POSや券売機と連携。お買い上げ金額に応じたポイント付与や、購買

情報をお客さまごとに保持、販促活用できます。

世界で最も利用されているEC構築プラットフォームとの連携により、

顧客情報、購入履歴の一元化など、アプリがさらに便利になります。

予約サービス モバイルオーダー

サイトからの予約を自社アプリからの予約へ切り替え促進。ユーザー

情報の記録でお客さまの入力作業を削減できます。

モバイルオーダー・デリバリーサービスと連携。アプリ上での表示、

プッシュ通知で利用を促進できます。

Shopify連携



WEBと店頭の顧客購買情報を統合
マーケティングオートメーションを実現！

業務DXとオムニチャネル化を同時推進

今まではスタンプカードアプリを活用してお客さまの来店日

時を把握していましたが、購入商品の把握、実店舗とネット

ショップの顧客情報の統一ができていませんでした。

STORES ブランドアプリ なら、お客さまの購入情報や会員

ランクなど、より深掘りした顧客情報の取得・分析をすること

ができます。これから取得データに基づいたプッシュ通知など

で更にコミュニケーションを強化し、実店舗とネットショップ

の行き来ができるようになることを期待しています。

株式会社クラフトパークス

YUAN事業部 課長 佐野 元気様

さまざまな業種・業態で

  ご利用いただいております。

導入事例



「COCO’S」を含むアプリ開発で
CRMを実現！

通常開封率数%の配信で、平均16%を達成

弊社が運営する全店舗・全ブランドを横断した横断型のアプリ

にすることで、店舗ごと・ブランドごとの集客だけでなく、お客

さま一人ひとりの動きを店舗やブランドの壁を取り払って把握

できるようになりました。全社的に独自のビッグデータを貯め

ることができるようになりましたので、感覚ではなく定量デー

タに基づいた経営判断・販促活動を行うことにもつながってい

ます。お客様の利用ブランド・利用店舗・利用回数によって、異

なるおすすめメニュー紹介のプッシュ通知を配信しています。

株式会社ファイブスター 

営業サポート部販促マーケティング課　中松 誠司 様

アプリ導入でよりお客さまに
寄り添うサービスを実現！

アプリとPOSを連携！お客さまごとの
購買情報を活用したマーケティングを実現

猿田彦珈琲は実店舗とオンラインショップを運営していますが、

実店舗でのお客さまの来店頻度や購入傾向は、来店される時間

帯のスタッフしか把握できない状態でした。STORES ブランドア

プリ を導入することで、従来難しかったお客さま情報の共有がス

ムーズに行え、スタッフ内では再来店していただいた喜びにも繋

がっています。今後STORES ブランドアプリ で実店舗とオンラ

インショップの情報を一括管理できるようになるので、より質が

高く、寄り添ったサービスを目指して取り組んでいきたいです。

猿田彦珈琲株式会社

久永 由佳 様



　来店状況や購買情報をまるっと管理。

1to1のおもてなしを実現するアプリ作成

 導入についてのご相談・お申し込みはWebから

お気軽にご相談ください

導入前に相談・質問する

stores.jp/brandedapp

導入前の相談・質問はお電話でも受付中

平日10:00～18:00

050-1742-5643

STORES ブランドアプリ はSTORES 株式会社によって登録商標出願中です。iOS、iPhone、iPad、App Storeは米国およびその他の国におけるApple Inc.

の商標または登録商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。TM and ® 2022 Apple Inc. All rights reserved. 

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。

「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。「QRコー

ド」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。「Shopify」ロゴは、Shopify Inc. の商標または登録商標です。
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